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WAGRI お試しサービス利用マニュアル

本マニュアルは、WAGRI お試しサービスの API をアクセスするための操作・設定方法について説明したもの
です。
１．WAGRI お試しサービスの各種 API データ取得の流れ
WAGRI お試しサービスで API を使ってデータを取得するには、以下のアクセス手順が必要となります。
① アクセストークンの取得
② 上記トークンのデータを用いて対象の API にアクセスし、データを取得
２．アクセストークンの取得
（１）アクセストークン取得用 API
以下の URL に POST メソッドでアクセスして、アクセストークンを取得します。
https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/TrialToken
（２）アクセストークン取得に必要な設定データ
リクエストヘッダとリクエストボディに以下のデータを設定します。
①リクエストヘッダ
・content-type : application/x-www-form-urlencoded
③ リクエストボディ1
・grant_type : client_credentials
・client_id : 発行されたクライアント ID
・client_secret :

発行されたクライアントシークレット

（３）アクセストークンの有効期間
一度取得したアクセストークンは 60 分間有効です。60 分を過ぎた場合には、アクセストークンを再
取得してください。
（４）アクセストークン取得例
{
"access_token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2FwaS53YWdyaS10cmlhbC5uZX
QiLCJuYmYiOjE2NTUxMDI2NzUsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vYXBpLndhZ3JpLXRyaWFsLm5ldCIsImV4cC
I6MTY1NTEwNjI3NSwidXNlcmlkIjoiMzU1YzA1MGQtZWQ1YS00NzFkLWFmMDYtMmZjNTI4NTU0
ZWVlIiwianRpIjoiYTk2Nzg4MmMtYTZmOC00MzQ0LWIxYjYtMDNmZmMyNzgyN2E0In0.dbvbWYGu
e5IIEP2Z9TUwdCdNzErqp249u4d0FFJpJUg",

1

クライアント ID とクライアントシークレットは、利用申請後にお試しサービス運営管理者よりメールにて

通知されます。

1

"token_type": "bearer",
"expires_in": "3600"
}

（注）上記のアンダーラインの個所が、アクセストークンです。
３.

API によるデータ取得

（１）WAGRI お試しサービスで利用可能な API
別紙 1 を参照し、GET メソッドで API にアクセスしてください。尚、$filter を指定して API アクセスを
行なう場合には、別紙 2 もご参考にしてください。
（２）API によるデータ取得に必要な設定データ
リクエストヘッダに以下のデータを設定します。
①リクエストヘッダ
・content-type : application/json
・accept

: application/json

・x-authorization : 2 項“アクセストークン取得”で取得したトークンの値
②リクエストボディ
設定は不要です。
４. レスポンス番号（エラー番号）
別紙 3 をご参照ください。
５. お問合せ先
お問合せをされたい場合は、下記のメールアドレス迄ご連絡ください。
【連絡先】
宛先 ： WAGRI お試しサービス運営窓口
E-mail： WAGRI_Trial@ml.affrc.go.jp

以上
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別紙１：WAGRIお試しサービスでアクセス可能なAPI

No 枝番

API（日本語名）

API

お試しサービスAPIのURL(呼び出し例）

パラメータ

1

-

アクセストークン情報

TrialToken

-

2

-

農地ピン情報

AgriculturalLand

/SearchByCityCode

3

-

ID付き筆ポリゴン情報

FieldPolygonID

/GetByCityCode/{CityCode}

4

-

統合農地データ

AgriculturalMap2

/GetFieldPolygon/{CityCode}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/TrialToken
https://api.wagritrial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalLand/SearchByCityCode?CityCode={CityCode}
https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/FieldPolygonID/GetByCityCode/{CityCode}
https://api.wagritrial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Individual/NARO/AgriculturalMap2/GetFieldPolygon/{CityCode}
https://api.wagri-

具体的なORL設定イメージ
https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/TrialToken

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalLand/SearchByCityCode?CityCode=082058

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/FieldPolygonID/GetByCityCode/11223

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Individual/NARO/AgriculturalMap2/GetFieldPolygon/08220

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/?$filter=Target

1

5

/?$filter={任意のwhere条件}
青果物卸売市場調査（主要市場

FreshWholesaleMark

計）

etSurveyByNational

2

/GetByDays/{TagetDate}

1
6

7

/?$filter={任意のwhere条件}

2 青果物市況情報（野菜・果実）

FreshMarketInforma
tion

/GetByDays/{TagetDate}

1

/?$filter={任意のwhere条件}
AgriculturalChemical Get/{AgriculturalChemicalNo}
GetByAgriculturalChemicalRegister

3

No/{ChemicalRegisterNo}

1
8

登録肥料情報

-

気象予報情報

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/?$filter=Target

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/?$filter=Target

Date eq '2021-04-01T00:00:00' and ProductionAreaName eq '北海道'

https://api.wagri-

https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/Get/8c68d799-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/Get/e08339b1-

78c5-441d-bbe5-3566db46c034

dc87-4cfd-9843-25ffd9162714

https://api.wagri-

https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/GetByDays/202 trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshWholesaleMarketSurveyByNational/GetByDays/202
1-01-19
https://api.wagri-

1-04-03
https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/?$filter=TargetDate eq '2021-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/?$filter=TargetDate eq '2021-

02-01T00:00:00' and ProductionAreaName eq '北海道'

04-01T00:00:00' and ItemName eq 'だいこん'

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/Get/cf557821- https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/Get/ae82563e9657-4fc2-b2bb-921d90a6ad31

a771-4cc6-9856-6c72037d2edb

https://api.wagri-

https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/GetByDays/2021-02-01

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/FreshMarketInformation/GetByDays/2021-04-01

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/?$filter=

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/Get/{AgriculturalChemicalNo}
https://api.wagritrial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/GetByAgriculturalChemicalRegisterNo/{Agricultural
ChemicalRegisterNo}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/?$filter= AgriculturalChemicalType
eq '除虫菊乳剤'
https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/Get/N000005203
https://api.wagritrial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/AgriculturalChemical/GetByAgriculturalChemicalRegisterNo/0000052
https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/Fertilizers/?$filter=FertilizerName eq '

/?$filter={任意のwhere条件}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/Fertilizers?$Filter=

/Get/{FertilizerId}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/Fertilizers/Get/{FertilizerId}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/Fertilizers/Get/a011000001KUP5uAAH

Forecast

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/WeatherH/Forecast

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/Public/WeatherH/Forecast

/?$filter={任意のwhere条件}

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey

くろがねシリカ'

Fertilizers

2
9

Get/{FreshMarketInformationId}

3

2 農薬情報

https://api.wagri-

https://api.wagriDate eq '2021-02-01T00:00:00' and ProductionAreaCode eq '001'

/Get/{MarketSurveyId}

3

Date eq '2021- 02-01T00:00:00'

WeatherH

https://api.wagri-

1

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/?$filter=TargetDate eq
'2021-04-01T00:00:00' and MarketName eq 'さいたま'

10

2 食肉卸売市場調査(牛)

BeefWholesaleMarke /Get/{BeefWholesaleMarketSurveyII https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/Get/4050- https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/Get/4050tSurvey

d}

3

/GetByDays/{TagetDate}

1

/?$filter={任意のwhere条件}

11-2021-03-05

11-2021-04-30

https://api.wagri-

https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/GetByDays/2021-03-22

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/GetByDays/2021-04-01
https://api.wagri-

https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/?$filter=TargetDate eq
'2021-04-01T00:00:00' and BreedName eq '豚'

11

2 食肉卸売市場調査(豚)
3

PorkWholesaleMarke /Get/{PorkWholesaleMarketSurveyI https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/Get/2650- https://api.wagri-trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/Get/0450tSurvey

Id}
/GetByDays/{TagetDate}

01-2021-03-05

01-2021-04-01

https://api.wagri-

https://api.wagri-

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/GetByDays/2021-03-22

trial.net/WagriApiTrial/trialAPI/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/GetByDays/2021-04-01

別紙２：$filter に指定可能な演算子

No.
1

Odata 演算子
gt

種別
比較

意味
より大きい

演算子

設定例

留意事項

RegistrationYear gt 2003

大文字小文字を

↓

区別する。

RegistrationYear > 2003
2

3

ge

以上

lt

より大きい小さい

RegistrationYear ge 2003

演算子前後は半

↓

角スペース 1 つ

RegistrationYear >= 2003

以上が必要。

RegistrationYear lt 2003
↓
RegistrationYear < 2003

4

le

以下

RegistrationYear le 2003
↓
RegistrationYear <= 2003

5

eq

等しい

RegistrationYear eq 2003
↓
RegistrationYear = 2003

6

ne

等しくない

RegistrationYear ne 2003
↓
RegistrationYear <> 2003

7

and

論理

論理ＡＮＤ

演算子

RegistrationYear eq 2003 and RegistrationMonth
ge 1 and RegistrationMonth le 3
↓
RegistrationYear = 2003 and RegistrationMonth
>= 1 and RegistrationMonth <= 3

8

or

論理ＯＲ

RegistrationYear eq 2003 and RegistrationMonth
eq 1 or RegistrationMonth eq 3
↓
RegistrationYear = 2003 and RegistrationMonth
= 1 or RegistrationMonth = 3

9

()

比較優先順位指定

―

―

4

別紙３：HTTP エラーコード

エラー

意味

説明

例

コード
200

OK

リクエストが成功しました。

－

400

Bad Request

リクエストが不正です。送信した デー

リクエスト BODY の JSON の形式が異な

タの書式が不正、内容に問題がある等。

る。データの型が異なる。データが規定の
上下限値を超えている。データの桁数（文
字列長）が規定より長い。

403

Forbidden

アクセスが禁止されています。認証は問

リクエストヘッダの「X-Authorization」

題ありませんが、アクセス権がありませ

が設定されていない。
「X-Authorization」

ん。

の設定値（トークン）が誤っている。ユー
ザ自身の有効期限切れやデータ転送、アク
セス回数条件の超過

404

Not Found

リソースが見つかりません。指定した

試用 DB 検索してヒットしたデータが０件

URI にリソースがありません。

の場合も 404 を返す。URL の誤りや
HTTP サーバ（Apache)で 404 エラーを返
す。

405

Method Not Allowed

許可されていないメソッドです。POST
が許可されていない URI に対して
POST メソッドを利用した場合等。

406

Not Acceptable

受理できません。Accept ヘッダーにサ

"リクエストヘッダの「Accept」が設定さ

ーバが送信可能なメディアタイプが指定

れていない。

されていなかった等。
409

Conflict

リクエストは現在のリソースと競合する

設定値が application/json でない。"

ので完了できません。作成、あるいは更
新しようとしたデータが、一意性制約等
の理由で既存のデータと競合しました。
415

Unsupported Media Type

指定されたメディアタイプがサポートさ
れていません。PUT, POST リクエスト
のボディのメディアタイプが JSON、
XML でない場合等。

500

Internal Server Error

サーバ内部エラーです。処理中に例外が

リクエストヘッダの「Content-Type」が

発生しました。

設定されていない。設定値
application/json でない。
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